
  

様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名 日本獣医生命科学大学 
設置者名 学校法人日本医科大学 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

獣医学部 

獣医学科 
夜 ・

通信 

0 

0 

56 56 19  

獣医保健看護学科 
夜 ・

通信 
31 31 13  

応用生命科学部 

動物科学科 
夜 ・

通信 
0 

22 22 13  

食品科学科 
夜 ・

通信 
19 19 13  

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 
授業科目の授業計画（シラバス）に掲載して公表する。 

https://cmj1.nms.ac.jp/portal_nvlu/slbssrch.do 

 

※キーワード欄に「実務」と入力し、検索を行うと対象科目が抽出表示される。 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 

学部等名 

（困難である理由） 

 

  



  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 日本獣医生命科学大学 
設置者名 学校法人日本医科大学 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
https://www.nms.ac.jp/houjin/about/officer/PDF/rijikanji.pdf 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 公益財団法人 副会長 

令和元年 12月 17日 

～ 

令和 5年 12月 16日 

組織運営体制への

チェック機能 

非常勤 弁護士 

令和 3年  2月 1日 

～ 

令和 5年 12月 16日 

組織運営体制への

チェック機能 

（備考）学外者は 3名以上いるが 2名のみ記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 日本獣医生命科学大学 

設置者名 学校法人日本医科大学 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

 

授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法や基準その他の

事項を記載した授業計画(シラバス)を作成し、公表している。 

 

授業計画（シラバス）の作成過程と作成時期： 

時期 内容 

11月下旬～12月下旬 科目担当者によるシラバス作成期間 

1月上旬～1月下旬 科目担当者によるシラバス確認期間 

1月下旬～3月上旬 各学科第三者チェック体制によるシラバス確認期間 

3月下旬 科目担当者・第三者チェック体制の最終確認期間 

 

授業計画の公表時期：当該年度 4月 1日 

授業計画書の公表方法 
大学ホームページにて公表している。 

https://cmj1.nms.ac.jp/portal_nvlu/slbssrch.do 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

 

あらかじめシラバスに、定期試験、レポート試験、平常点評価（成果発表（口頭・実

技）、小テスト、出席点など）などの成績評価の方法とその基準を記載し、各学生の学

習成果に基づき、適切な単位授与または履修認定を実施している。 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 



  

（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

 

あらかじめ設定した以下の算出方法によりＧＰＡを算出し、公表するとともに、成績

の分布状況の把握を行っている。 

 

ＧＰＡ＝
［（科目の単位数）×（その科目で得たＧＰ）］の総和

履修科目単位数の総和
 

   

評価ごとのＧＰは次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

評価 点数 ＧＰ 

秀（Ｓ） 100～95点 ４ 

優（Ａ） 94～80点 ３ 

良（Ｂ） 79～65点 ２ 

可（Ｃ） 64～60点 １ 

不可（欠席） 59点以下 ０ 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
大学ホームページにて公表している。 

https://www.nvlu.ac.jp/faculty/018.html/ 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 



  

（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

 

以下のとおり、各学科において卒業の認定に関する方針（ディプロマポリシー）を制

定・公表し、学生の修得単位数等を踏まえ、卒業を認定している。 

 

＜獣医学科＞ 

獣医学科は、飼育動物診療、動物に関する保健衛生の向上、畜産業の発達、ならびに

公衆衛生の向上に寄与する獣医師を育成することを目標としており、以下の点を修得

した者に学位を授与する。 

・基礎獣医学および獣医学に関連する科学の基本的な知識を有している。 

・飼育動物の診療に必要な知識を有し、基本的な臨床能力としての診療手技、科学的

根拠に基づく臨床推論に裏付けされた診療を実践する力および基本的な臨床コミュ

ニケーション技能を身につけている。 

・畜産業の発展に貢献できる獣医学全般の基本的な知識を有している。 

・獣医学に裏付けられた動物の健康管理、疾病予防および公衆衛生に関する基本的な

知識ならびに実践能力を身につけている。 

・自然環境の保全、保護に関する基本的な知識を有している。 

・多様な立場の人々の中で自分の考えを適切に表現し、理解を得られることができる。

また、道徳的思考力と倫理的・科学的判断能力をもち、社会人・国際人として様々な

問題に対し多面的視点から対処し、解決できる能力が身についている。 

・生命倫理と慈愛の心をもった獣医師としての適切な態度と行動が身についている。

チーム獣医療・研究を円滑に進める能力と協調性があり、変化し続ける獣医学・獣医

療に対応するために生涯にわたってアクティブに自学自習する態度・習慣を身につけ

ている。 

 

＜獣医保健看護学科＞ 

獣医保健看護学科は、社会貢献する獣医療技術者（動物看護師等）を育成することを

目標とし、以下の点を修得した者に学位を授与する。 

・生命倫理と慈愛の心をもち、動物の生命を尊重するとともに、動物の福祉向上に努

めることができる。 

・獣医保健看護学および獣医療に関する科学的な知識を有している。 

・動物の疾病に関する基本的な知識を有し、獣医診療を支える良質な医療検査手技お

よび診療補助技術、ならびに早期回復を促す実践的な動物看護技能を身につけてい

る。 

・チーム獣医療を円滑に実施するためのコミュニケーション能力と協調性を備え､動

物の所有者および関係者との信頼関係を築くことができる。 

・動物の生物学的特性に精通し、個または群の健康を管理し実践する獣医保健の知識

と技能を身につけている。 

・社会におけるヒトと動物の良好な関係を構築する技能を身につけ、動物衛生、公衆

衛生および環境保全にかかわる実践的能力を身につけている。 

・科学的データを解析・考察し、結論としてまとめ上げる問題解決能力を身につけて

いる。 

 

＜動物科学科＞ 

動物科学科は、人類の福祉および地球環境の保全に資するとともに、社会貢献に寄与

する専門職を育成することを目標としており、以下の点を修得した者に学位を授与す

る。 

・食料資源としての産業動物の生産と機能特性を理解し、効率的な動物生産飼育技術

を身につけ、第一次産業部門および動物飼育関連産業を担う技術を有している。 



  

・遺伝子・細胞工学に係る基礎知識を有し、実践的な技術に応用できる資質を身につ

けている。 

・人間社会への動物の関わりを経営・経済学視点から説明することができ、農畜産物

生産や流通の知識を用いてマネジメントや調査を行い、関連産業の発展に貢献でき

る。 

・自ら課題を探査し、その課題にアプローチして解決することで、日々発展する動物

科学関連分野において対応する能力を身につけている。 

・各種メディアを利活用して、情報収集および伝達を行うことができる。 

・様々な立場を理解し、互いに助け合い譲り合いながら目標を達成する能力を身につ

けている。 

 

＜食品科学科＞ 

食品科学科は、食料安全保障の向上に資するとともに、未来の食品科学の発展に寄与

する専門職を目標としており、以下の点を修得した者に学位を授与する。 

・動物性食品素材、植物性食品素材、微生物による発酵産物などに対応した食品の製

造、加工、貯蔵、輸送などに携わるための知識や技術を身につけている。 

・食品の三大機能（栄養機能、嗜好機能、生理機能）を理解し、それらを生かしたあ

るいは付与した食品の開発に貢献できる知識や技術を身につけている。 

・食品の安全性を損なう成分あるいは微生物に関する広範な知識を持ち、それに基づ

いた衛生管理に資する知識や技術を身につけている。 

・国内外における食品および食品素材の流通と経済を理解し、食品の自給率向上や世

界的な食料不足の解決に貢献できる。 

・食とは他の生物の命をいただく行為であるとの理解のもとに、動植物種の保護、地

球環境保全に配慮できる知識を身につけている。 

・研究開発・技術協力・商取引を遂行する上で必要な語学力を身につけている。 

・高度なプレゼンテーション能力を持つことに加えて、様々な相手に対しそれぞれ効

果的な手段で意思疎通ができる。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
大学ホームページにて公表している。 

https://www.nvlu.ac.jp/faculty/019.html/ 
 

  



  

様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 
学校名 日本医科大学 

設置者名 学校法人日本医科大学  

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 https://www.nms.ac.jp/houjin/information/zaimu/PDF/r2/taishakutaishohyo.pdf 

収支計算書又

は損益計算書 

https://www.nms.ac.jp/houjin/information/zaimu/PDF/r2/shikinshushikeisansho.pdf 

https://www.nms.ac.jp/houjin/information/zaimu/PDF/r2/katsudokubunshikinshushikeisansho.pdf 

https://www.nms.ac.jp/houjin/information/zaimu/PDF/r2/jigyokatsudoshushikeisansho.pdf 
財産目録 https://www.nms.ac.jp/houjin/information/zaimu/PDF/r2/zaisanmokuroku.pdf 
事業報告書 http://www.nms.ac.jp/houjin/information/zaimu/PDF/r2/jigilyouhoukoku.pdf 
監事による監

査報告（書） 
https://www.nms.ac.jp/houjin/information/zaimu/PDF/r2/kansahoukokusyo.pdf 

 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：日本獣医生命科学大学事業計画 対象年度：2021 年度） 

公表方法：ニチジュウミライ図 2016–2031 を基本とする単年度計画であり、学内教職員に

おいて共有しており、外部公開は行っていない。 

中長期計画（名称：ニチジュウミライ図 2016–2031 対象年度：2016～2031 年度） 

公表方法：大学ホームページにて公表している。 

https://www.nvlu.ac.jp/news/20180619-03.html/ 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 
公表方法：大学ホームページにて公表している。 

https://www.nvlu.ac.jp/universityguidance/014.html/ 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 
公表方法：大学ホームページにて公表している。 
https://www.nvlu.ac.jp/universityguidance/014.html/ 

 

  

https://www.nms.ac.jp/houjin/information/zaimu/PDF/r2/taishakutaishohyo.pdf
https://www.nms.ac.jp/houjin/information/zaimu/PDF/r2/shikinshushikeisansho.pdf
https://www.nms.ac.jp/houjin/information/zaimu/PDF/r2/katsudokubunshikinshushikeisansho.pdf
https://www.nms.ac.jp/houjin/information/zaimu/PDF/r2/jigyokatsudoshushikeisansho.pdf
https://www.nms.ac.jp/houjin/information/zaimu/PDF/r2/zaisanmokuroku.pdf
http://www.nms.ac.jp/houjin/information/zaimu/PDF/r2/jigilyouhoukoku.pdf
https://www.nms.ac.jp/houjin/information/zaimu/PDF/r2/kansahoukokusyo.pdf


  

（３）学校教育法施行規則第 172条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関す

る方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名 獣医学科、獣医保健看護学科、動物科学科、食品科学科 

教育研究上の目的（公表方法：大学ホームページにて公表している。） 

https://www.nvlu.ac.jp/universityguidance/010.html/ 

（概要） 

＜獣医学科＞ 

獣医学科は、高度先端獣医療及び生命科学領域の進展等の新たな社会の変化に対応できる

先導的な獣医学の教育・研究を行い、自ら学び、考え、問題を解決する能力を養うことに

よって、飼育動物診療、動物に関する保健衛生の向上、畜産業の発達、並びに公衆衛生の

向上に寄与する獣医師を育成する。 

 

＜獣医保健看護学科＞ 

獣医保健看護学科は、ヒトと動物の福祉と共生に寄与するために、伴侶動物のみならず産

業動物及び野生動物の生命を尊重し、獣医保健学及び獣医看護学に基づいて、進展する高

度先端獣医療をはじめとする諸科学の教育を体系的に行うことにより、関連科学との交流

を推進するとともに、その活用と社会貢献に寄与する獣医療技術者を育成する。 

 

＜動物科学科＞ 

動物科学科は、食資源動物の生産管理に関わる基礎及び応用科学並びに動物の生命、共生

及び社会性等に関する教育を行い、人類の福祉及び地球環境の保全に資するとともに、社

会貢献に寄与する専門職を育成する。 

 

＜食品科学科＞ 

食品科学科は、動物性及び植物性食品の全般にわたり、食品科学新時代に相応しい食品の

栄養、品質、安全性、保存及び加工技術等の理論と技術に関する教育を行い、食料安全保

障の向上に資するとともに、未来の食品科学の開発に寄与する専門職を育成する。 

 

卒業の認定に関する方針（公表方法：大学ホームページにて公表している。） 

https://www.nvlu.ac.jp/universityguidance/010.html/ 

（概要） 

＜獣医学科＞ 

獣医学科は、飼育動物診療、動物に関する保健衛生の向上、畜産業の発達、ならびに公

衆衛生の向上に寄与する獣医師を育成することを目標としており、以下の点を修得し

た者に学位を授与する。 

・基礎獣医学および獣医学に関連する科学の基本的な知識を有している。 

・飼育動物の診療に必要な知識を有し、基本的な臨床能力としての診療手技、科学的

根拠に基づく臨床推論に裏付けされた診療を実践する力および基本的な臨床コミュニ

ケーション技能を身につけている。 

・畜産業の発展に貢献できる獣医学全般の基本的な知識を有している。 

・獣医学に裏付けられた動物の健康管理、疾病予防および公衆衛生に関する基本的な

知識ならびに実践能力を身につけている。 

・自然環境の保全、保護に関する基本的な知識を有している。 

・多様な立場の人々の中で自分の考えを適切に表現し、理解を得られることができる。

また、道徳的思考力と倫理的・科学的判断能力をもち、社会人・国際人として様々な問

題に対し多面的視点から対処し、解決できる能力が身についている。 

・生命倫理と慈愛の心をもった獣医師としての適切な態度と行動が身についている。



  

チーム獣医療・研究を円滑に進める能力と協調性があり、変化し続ける獣医学・獣医

療に対応するために生涯にわたってアクティブに自学自習する態度・習慣を身につけ

ている。 

 

＜獣医保健看護学科＞ 

獣医保健看護学科は、社会貢献する獣医療技術者（動物看護師等）を育成することを

目標とし、以下の点を修得した者に学位を授与する。 

・生命倫理と慈愛の心をもち、動物の生命を尊重するとともに、動物の福祉向上に努

めることができる。 

・獣医保健看護学および獣医療に関する科学的な知識を有している。 

・動物の疾病に関する基本的な知識を有し、獣医診療を支える良質な医療検査手技お

よび診療補助技術、ならびに早期回復を促す実践的な動物看護技能を身につけている。 

・チーム獣医療を円滑に実施するためのコミュニケーション能力と協調性を備え､動

物の所有者および関係者との信頼関係を築くことができる。 

・動物の生物学的特性に精通し、個または群の健康を管理し実践する獣医保健の知識

と技能を身につけている。 

・社会におけるヒトと動物の良好な関係を構築する技能を身につけ、動物衛生、公衆

衛生および環境保全にかかわる実践的能力を身につけている。 

・科学的データを解析・考察し、結論としてまとめ上げる問題解決能力を身につけて

いる。 

 

＜動物科学科＞ 

動物科学科は、人類の福祉および地球環境の保全に資するとともに、社会貢献に寄与

する専門職を育成することを目標としており、以下の点を修得した者に学位を授与す

る。 

・食料資源としての産業動物の生産と機能特性を理解し、効率的な動物生産飼育技術

を身につけ、第一次産業部門および動物飼育関連産業を担う技術を有している。 

・遺伝子・細胞工学に係る基礎知識を有し、実践的な技術に応用できる資質を身につ

けている。 

・人間社会への動物の関わりを経営・経済学視点から説明することができ、農畜産物

生産や流通の知識を用いてマネジメントや調査を行い、関連産業の発展に貢献できる。 

・自ら課題を探査し、その課題にアプローチして解決することで、日々発展する動物

科学関連分野において対応する能力を身につけている。 

・各種メディアを利活用して、情報収集および伝達を行うことができる。 

・様々な立場を理解し、互いに助け合い譲り合いながら目標を達成する能力を身につ

けている。 

 

＜食品科学科＞ 

食品科学科は、食料安全保障の向上に資するとともに、未来の食品科学の発展に寄与

する専門職を目標としており、以下の点を修得した者に学位を授与する。 

・動物性食品素材、植物性食品素材、微生物による発酵産物などに対応した食品の製

造、加工、貯蔵、輸送などに携わるための知識や技術を身につけている。 

・食品の三大機能（栄養機能、嗜好機能、生理機能）を理解し、それらを生かしたある

いは付与した食品の開発に貢献できる知識や技術を身につけている。 

・食品の安全性を損なう成分あるいは微生物に関する広範な知識を持ち、それに基づ

いた衛生管理に資する知識や技術を身につけている。 

・国内外における食品および食品素材の流通と経済を理解し、食品の自給率向上や世

界的な食料不足の解決に貢献できる。 

・食とは他の生物の命をいただく行為であるとの理解のもとに、動植物種の保護、地



  

球環境保全に配慮できる知識を身につけている。 

・研究開発・技術協力・商取引を遂行する上で必要な語学力を身につけている。 

・高度なプレゼンテーション能力を持つことに加えて、様々な相手に対しそれぞれ効

果的な手段で意思疎通ができる。 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法：大学ホームページにて公表してい

る。）https://www.nvlu.ac.jp/universityguidance/010.html/ 

（概要） 

＜獣医学科＞ 

獣医学科は、以下の方針で教育課程を編成し、実施する。初年次教育として、自然科

学、語学および人文社会系の教養教育とともに、概論を通して獣医学の幅広い分野と

社会が求める獣医師との関係を理解させ、基礎獣医学の一部科目を配置することで獣

医学に対する知的好奇心をもって能動的学修に励むよう導入教育を実施する。専門教

育として、2年次より基礎獣医学および病態獣医学に関連する科目、3年次からは疾病

予防獣医学および臨床獣医学の科目を配置し、獣医師としての基本的な専門知識と技

能を修得させる。さらに 5 年次以降の参加型臨床実習および公衆衛生関連実習におい

てはより実践的な思考能力や判断力および技能を身につけることを目的とする。加え

て、3年次より研究室に配属し、卒業論文のための実験・研究を通し自分の学修課題を

見出して解決する能力を養成する。また、「獣医福祉学」、「獣医倫理学」、「獣医事法規」

を学ぶことで生命倫理を踏まえた獣医師として、誠実・公正なる判断力と対応力を養

う。キャリア教育として社会での実践的な獣医師の役割を体感する「学外実習」を提

供し、社会的・職業的自立を目指す。 

 

（専門分野毎の到達目標） 

・基礎獣医学：主要動物の身体の発生、正常な構造、機能を理解し説明できる。また、

獣医師の社会的役割を理解し、獣医倫理を実践に応用できる資質を身につける。 

・病態獣医学：獣医臨床および公衆衛生に関わる病因、病態を理解し説明できる。 

・疾病予防獣医学：産業動物や伴侶動物の環境衛生、疾病予防を理解し説明できる。

また、公衆衛生の基本的な考えを理解し、人の健康増進、野生動物を含めた地球環境

保全に必要な知識を身につける。 

・臨床獣医学：主要疾患の病態や病因、診断、治療の基本的な知識を修得し説明でき

る。また、獣医師として適切な態度と行動を身につける。 

 

＜獣医保健看護学科＞ 

獣医保健看護学科は、以下の方針で教育課程を編成し、実施する。 

初年次教育として、幅広い人格形成を助けるため自然科学、語学および人文社会系の

教養教育を行うとともに動物看護、獣医保健領域の概念を理解させ、能動的学修に励

むよう導入教育を実施する。また、社会福祉系の科目を学ぶことで社会構造と生命倫

理を踏まえた誠実・公正なる判断力と対応力を養う。専門教育科目を 1 年次より順次

配置し、3 年次以降は学生が将来を踏まえ選択した専門分野において卒業研究等によ

り、高度な専門知識と技能を修得させる。加えて、卒業研究をとおして協調性やコミ

ュニケーション能力を養成する。 

また、キャリア教育として動物病院や動物園での実習の場を提供し、社会的・職業的

自立を目指す。 

 

（各専門分野の到達目標） 

・臨床動物看護系：各種疾病の病態および症状を理解し、対処方法および予防法を説

明できる。チーム獣医療の一員として動物医療に関わる知識を有し、動物看護の技術

を身につける。 

・獣医保健系：獣医療に関わる動物の生理・解剖、疾病の原因、病態を理解し、動物の



  

健康増進、疾病予防、早期発見・早期処置に関わる知識と技術を身につける。 

・環境保全系：野生動物、環境衛生の知識を有し、公衆衛生活動および野生動物保護

活動の技術を身につける。 

・動物福祉系：動物福祉の現状、関連法規を理解し、動物介在活動の知識と技術を身

につける。 

 

＜動物科学科＞ 

動物科学科は、以下の方針で教育課程を編成し、実施する。 

初年次教育として、教養科目および「フレッシュ・ゼミ」や「動物資源科学概論」を配

置するとともに、専門科目の一部を必修科目とし、専門教育の能動的学修に意欲を持

たせる教育を実施する。2・3 年次では、応用動物科学、畜産資源科学に加え、動物社

会科学を専門分野と設定し、幅広い知識を修得させる。また、課題設定力、問題解決

力、表現能力、コミュニケーション能力などを修得するために、レポート課題や参加

型のグループワーク、卒業論文に取り組む編成とする。 

また、3 年次には学外の各分野講師や社会の第一線で活躍している本学科卒業生を招

聘した「キャリア形成支援講座」を開講することにより、多様なキャリア教育を展開

する。 

 

（各専門分野の到達目標） 

・応用動物科学：バイオテクノロジーに係る基礎的な知識・手法を理解し、動物の分

子レベルの新知見探索と品種改良等に習熟する。 

・畜産資源科学：動物（特に産業動物）生産に係る基礎的な知識・手法を理解し、効率

的な動物生産・飼育技術を身につける。 

・動物社会科学：ヒト・動物の関係をめぐる社会科学的な論理的思考能力を養うため

の基礎的知識と研究手法を理解し、課題に対して対象へのヒアリングやアンケート等

の調査や数値統計解析の実践的分析能力も合わせて身につける。 

 

＜食品科学科＞ 

食品科学科は、以下の方針で教育課程を編成し、実施する。 

初年次教育として、語学、自然科学、人文社会科学等の教養科目に加え、専門科目に食

に関する複数の入門科目を配置し、専門教育の能動的学修に意欲を持たせる教育を実

施する。2 ・3 年次では、食品生命科学を基盤として研究開発・安全衛生・産業創出

の 3 つの柱を専門分野として設定し、専門的知識と研究スキルが修得できる教育を行

う。 

また、課題設定力、問題解決力、表現能力、コミュニケーション能力など社会で求めら

れる実践力を養成する科目に取り組む編成とする。 

さらに、食のスペシャリストによる特別講義や学生が就業体験をするインターンシッ

プなどを備えたキャリア教育を展開する。 

 

（各専門分野の到達目標） 

・研究開発：栄養生理、免疫、おいしさなどに重要な役割を果たす機能性とそれらの

関与成分を学ぶ。探索的研究も含め、機能性に関連する基盤研究課題の理解を深め、

実現化につながる研究スキルを身につける。 

・安全衛生：微生物や有害物質の生体への影響、検査法、衛生管理等について学ぶ。食

品の品質保証に必要な衛生管理や分析技術の向上を目的とした研究スキルを身につけ

る。 

・産業創出：食品の製造、加工、調理やマーケティング等について学ぶ。開発研究、用

途研究を進めるとともに、研究成果を経済性、マーケティングからの視点から社会へ

の活用や応用する手法を身につける。 



  

入学者の受入れに関する方針（公表方法：大学ホームページにて公表している。） 

https://www.nvlu.ac.jp/universityguidance/010.html/ 

（概要） ※◎と○については、重視する度合いを表している。◎＞○ 

 

＜獣医学科＞ 

獣医学科は、飼育動物診療、動物に関する保健衛生の向上、畜産業の発達、ならびに公衆

衛生の向上に寄与する獣医師を育成するために、次のような人材を求めている。 

 

（入学者に期待する事項） 

・ 国際社会において活躍するために必要な基礎的英語力と獣医学を学ぶにあたり必要な

数理的知識を有する人高等学校までに学ぶことを期待する教科・科目：国語・英語・数学・

理科（生物・化学） 

・ 論理的思考力を有し、自らの考えを簡潔に伝えることができる人 

・ 飼育動物診療、動物に関する保健衛生向上、畜産業の発達および公衆衛生の向上への強

い関心・興味をもち、獣医師として社会貢献を志す人 

また、それを実行するための協調性や積極性を有する人 

・ 命あるものに深い愛情をもって接することができ、相手の立場に立つ思いやりをもつ高

い倫理観を有する人 

 

（選抜方法と入学者に求める程度） 

【学校推薦型選抜・特別選抜】 

 ○基礎学力検査 

 ◎小論文 

 ◎面接 

 

【一般選抜（独自試験方式）】 

 ◎学力検査（英語・数学・理科） 

 

【一般選抜（共通テスト併用方式）】 

 ◎学力検査（英語・数学・理科） 

 

【共通テスト利用選抜】 

 ◎学力検査（国語・英語・数学・理科） 

 

＜獣医保険看護学科＞ 
獣医保健看護学科は、社会貢献する獣医療技術者（動物看護師等）を育成するために、次

のような人材を求めている。 

 

（入学者に期待する事項） 

・ 国際社会において活躍するために必要な基礎的英語力と獣医保健看護学を学ぶにあた

り必要な数理的知識を有する人 

高等学校までに学ぶことを期待する教科・科目：英語・数学・理科（生物・化学） 

・ 論理的思考力を有し、自らの考えを簡潔に伝えることができる人 

・ 動物の健康および看護への強い関心・興味をもち、それを実践できるための協調性や積

極性を有する人 

・命あるものに深い愛情をもって接することができ、相手の立場に立つ思いやりを有する

人 

 

（選抜方法と入学者に求める程度） 

【学校推薦型選抜・特別選抜】 

 ○基礎学力検査 



  

 ◎小論文 

 ◎面接 

 

【一般選抜（独自試験方式）】 

 ◎学力検査（英語・数学または理科） 

 

【一般選抜(共通テスト併用方式）】 

◎学力検査（英語・数学・理科） 

 

【共通テスト利用選抜】 

 ◎学力検査（英語・数学・理科） 

 

＜動物科学科＞ 
動物科学科は、人類の福祉および地球環境の保全に資するとともに、社会貢献に寄与する

専門職を育成するために、次のような人材を求めている。 

 

（入学者に期待する事項） 

・ 国際社会において活躍するために必要な基礎的英語力と生命科学を学ぶにあたり必要

な数理的知識を有する人高等学校までに学ぶことを期待する教科・科目：国語・英語・数

学・理科（生物・化学） 

・ 論理的思考力を有し、自らの考えを簡潔に伝えることができる人 

・ 食資源動物の生産、管理や動物の生命、共生、社会性への強い関心・興味をもち、国際

的な視野を持って人類の福祉および地球環境の保全に関わることを志している人 

また、それを実行するための協調性、計画性や積極性を有する人 

・ 動物への深い愛情をもち、生命に対する倫理観を有する人 

 

（選抜方法と入学者に求める程度） 

【総合型選抜】 

○書類審査 

◎面接 

 

【学校推薦型選抜・特別選抜】 

 ○書類審査 

 ◎小論文 

 ◎ 面接 

 

【一般選抜（独自試験方式）】 

◎学力検査（英語・数学または理科） 

 

【一般選抜（共通テスト併用方式）】 

◎学力検査（英語・理科・数学または国語） 

 

【共通テスト利用選抜】 

 ◎学力検査（英語・理科・数学または国語） 

 

＜食品科学科＞ 
食品科学科は、食料安全保障の向上に資するとともに、未来の食品科学の発展に寄与する

専門職を育成するために、次のような人材を求めている。 

 

（入学者に期待する事項） 

・ 国際社会において活躍するために必要な基礎的英語力と生命科学を学ぶにあたり必要



  

な数理的知識を有する人 

高等学校までに学ぶことを期待する教科・科目：国語・英語・数学・理科（生物・化学） 

・ 論理的思考力を有し、自らの考えを簡潔に伝えることができる人 

・ 食品への強い関心・興味をもち、食の専門家として社会で活躍することを志している人 

また、それを実行するための協調性、計画性や積極性を有する人 

・ 食品のおいしさ・安全性・機能性や供給者としての倫理などの食品に関する問題意識を

もつ人 

 

（選抜方法と入学者に求める程度） 

【総合型選抜】 

○書類審査 

◎面接 

 

【学校推薦型選抜・特別選抜】 

 ○書類審査 

 ◎小論文 

 ◎面接 

 

【一般選抜（独自試験方式）】 

◎学力検査（英語または数学または理科） 

 

【一般選抜（共通テスト併用方式）】 

◎学力検査（英語・理科・数学または国語） 

 

【共通テスト利用選抜】 

◎学力検査（英語・理科・数学または国語） 

 

 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 

公表方法：https://www.nvlu.ac.jp/universityguidance/005.html/ 

 

  



  

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 1人 － 1人 

 － 28人 23人 26人 12人 4人 93人 

 － 20人 10人 7人 3人 0人 40人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

 

0人 71人 71人 

各教員の有する学位及び業績 

（教員データベース等） 
公表方法：https://www.nvlu.ac.jp/faculty/015.html/ 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

学内組織として FD委員会を設置し、授業の評価及び改善事項の検討を行い、各学科へフィードバックす

るともに、全教員へのワークショップや講演会により、教育内容および方法等の改善を行っている。 

 

 

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

獣医学部 180人 179人 99％ 880人 916人 104％ 0人 0人 

応用生命科学部 190人 156人 82％ 740人 689人 93％ 0人 1人 

合計 370人 335人 91％ 1630人 1605人 98％ 0人 0人 

（備考） 

 

 

b.卒業者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

獣医学部 
211人 

（100％） 

13人 

（6％） 

169人 

（80％） 

29人 

（14％） 

応用生命科学

部 

185人 

（100％） 

15人 

（8％） 

147人 

（80％） 

23人 

（12％） 

合計 
396 人 

（100％） 

28人 

（7％） 

316人 

（80％） 

52人 

（13％） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項）・本学大学院・東京大学大学院・京都大学大学院・農林水産省・

東京都（獣医師）・オリックス水族館・日本食肉格付協会・伊藤ハム・雪印メグミルク 等 

（備考） 

 

 

 



  

c.修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載事項） 

学部等名 

 

入学者数 
修業年限期間内 

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

合計 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

（備考） 

 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要） 

授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法や基準その他の事項

を記載した授業計画(シラバス)を作成し、公表している。 

 

 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 

各学生の学習成果に基づき、あらかじめシラバスに記載している成績評価の方法・基準により、

単位授与または履修認定を実施している。 

また、各学科において卒業の認定に関する方針（ディプロマポリシー）について、以下のとお

り制定・公表し、学生の修得単位数等を踏まえ、卒業を認定している。 

 

＜獣医学科＞ 

獣医学科は、飼育動物診療、動物に関する保健衛生の向上、畜産業の発達、ならびに公衆衛生

の向上に寄与する獣医師を育成することを目標としており、以下の点を修得した者に学位を授

与する。 

・基礎獣医学および獣医学に関連する科学の基本的な知識を有している。 

・飼育動物の診療に必要な知識を有し、基本的な臨床能力としての診療手技、科学的根拠に基

づく臨床推論に裏付けされた診療を実践する力および基本的な臨床コミュニケーション技能

を身につけている。 

・畜産業の発展に貢献できる獣医学全般の基本的な知識を有している。 

・獣医学に裏付けられた動物の健康管理、疾病予防および公衆衛生に関する基本的な知識なら

びに実践能力を身につけている。 

・自然環境の保全、保護に関する基本的な知識を有している。 

・多様な立場の人々の中で自分の考えを適切に表現し、理解を得られることができる。また、

道徳的思考力と倫理的・科学的判断能力をもち、社会人・国際人として様々な問題に対し多面

的視点から対処し、解決できる能力が身についている。 

・生命倫理と慈愛の心をもった獣医師としての適切な態度と行動が身についている。チーム獣

医療・研究を円滑に進める能力と協調性があり、変化し続ける獣医学・獣医療に対応するため

に生涯にわたってアクティブに自学自習する態度・習慣を身につけている。 

 

＜獣医保健看護学科＞ 

獣医保健看護学科は、社会貢献する獣医療技術者（動物看護師等）を育成することを目標とし、

以下の点を修得した者に学位を授与する。 



  

・生命倫理と慈愛の心をもち、動物の生命を尊重するとともに、動物の福祉向上に努めること

ができる。 

・獣医保健看護学および獣医療に関する科学的な知識を有している。 

・動物の疾病に関する基本的な知識を有し、獣医診療を支える良質な医療検査手技および診療

補助技術、ならびに早期回復を促す実践的な動物看護技能を身につけている。 

・チーム獣医療を円滑に実施するためのコミュニケーション能力と協調性を備え､動物の所有

者および関係者との信頼関係を築くことができる。 

・動物の生物学的特性に精通し、個または群の健康を管理し実践する獣医保健の知識と技能を

身につけている。 

・社会におけるヒトと動物の良好な関係を構築する技能を身につけ、動物衛生、公衆衛生およ

び環境保全にかかわる実践的能力を身につけている。 

・科学的データを解析・考察し、結論としてまとめ上げる問題解決能力を身につけている。 

 

＜動物科学科＞ 

動物科学科は、人類の福祉および地球環境の保全に資するとともに、社会貢献に寄与する専門

職を育成することを目標としており、以下の点を修得した者に学位を授与する。 

・食料資源としての産業動物の生産と機能特性を理解し、効率的な動物生産飼育技術を身につ

け、第一次産業部門および動物飼育関連産業を担う技術を有している。 

・遺伝子・細胞工学に係る基礎知識を有し、実践的な技術に応用できる資質を身につけている。 

・人間社会への動物の関わりを経営・経済学視点から説明することができ、農畜産物生産や流

通の知識を用いてマネジメントや調査を行い、関連産業の発展に貢献できる。 

・自ら課題を探査し、その課題にアプローチして解決することで、日々発展する動物科学関連

分野において対応する能力を身につけている。 

・各種メディアを利活用して、情報収集および伝達を行うことができる。 

・様々な立場を理解し、互いに助け合い譲り合いながら目標を達成する能力を身につけてい

る。 

 

＜食品科学科＞ 

食品科学科は、食料安全保障の向上に資するとともに、未来の食品科学の発展に寄与する専門

職を目標としており、以下の点を修得した者に学位を授与する。 

・動物性食品素材、植物性食品素材、微生物による発酵産物などに対応した食品の製造、加工、

貯蔵、輸送などに携わるための知識や技術を身につけている。 

・食品の三大機能（栄養機能、嗜好機能、生理機能）を理解し、それらを生かしたあるいは付

与した食品の開発に貢献できる知識や技術を身につけている。 

・食品の安全性を損なう成分あるいは微生物に関する広範な知識を持ち、それに基づいた衛生

管理に資する知識や技術を身につけている。 

・国内外における食品および食品素材の流通と経済を理解し、食品の自給率向上や世界的な食

料不足の解決に貢献できる。 

・食とは他の生物の命をいただく行為であるとの理解のもとに、動植物種の保護、地球環境保

全に配慮できる知識を身につけている。 

・研究開発・技術協力・商取引を遂行する上で必要な語学力を身につけている。 

・高度なプレゼンテーション能力を持つことに加えて、様々な相手に対しそれぞれ効果的な手

段で意思疎通ができる。 

 

 

 

学部名 学科名 
卒業に必要となる 

単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

獣医学部 

獣医学科 193.5単位 有・無 14～50単位 

獣医保健看護学

科 
124単位 有・無 50単位 



  

応用生命科学部 
動物科学科 124単位 有・無 40～49単位 

食品科学科 124単位 有・無 49単位 

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 公表方法：進級時要件として活用している。 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項） 

公表方法：大学ホームページにて公表している。 

https://www.nvlu.ac.jp/universityguidance/013/nvlu_data.html/ 

 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 
公表方法：大学ホームページにて公表している。 

https://www.nvlu.ac.jp/campusmap/campusmap.html/ 

 

  



  

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 実習費 

施設設備 

整備費 
教育充実費 合計 

獣医学

部 

獣医学科 

（1年次） 
1,300,000円 250,000円 200,000円 420,000円 300,000 円 2,470,000円 

獣医学科 

（2～5年次） 
1,300,000円 0円 200,000円 420,000円 350,000 円 2,270,000円 

獣医学科 

（6年次） 
1,300,000円 0円 200,000円 420,000円 300,000 円 2,220,000円 

獣医保健看護

学科 

（1年次） 

750,000円 250,000円 100,000円 300,000円 200,000 円 1,600,000円 

獣医保健看護

学科 

（2・3年次） 

750,000円 0円 100,000円 300,000円 250,000 円 1,400,000円 

獣医保健看護

学科 

（4年次） 

750,000円 0円 100,000円 300,000円 200,000 円 1,350,000円 

応用生

命科学

部 

動物科学科 

（1年次） 
750,000円 250,000円 100,000円 300,000円 200,000 円 1,600,000円 

動物科学科 

（2・3年次） 
750,000円 0円 100,000円 300,000円 250,000 円 1,400,000円 

動物科学科 

（4年次） 
750,000円 0円 100,000円 300,000円 200,000 円 1,350,000円 

食品科学科 

（1年次） 
750,000円 250,000円 100,000円 300,000円 200,000 円 1,600,000円 

食品科学科 

（2・3年次） 
750,000円 0円 100,000円 300,000円 250,000 円 1,400,000円 

食品科学科 

（4年次） 
750,000円 0円 100,000円 300,000円 200,000 円 1,350,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要）教員が組織する学生部委員会と事務部学生支援課が連携し、学生の修学に係る支援

をしている。具体的には、初年度人権教育の実施や学生同士の繋がり強化のための各種イベ

ントの開催、各種奨学金・支援金管理、健康管理（保健・健康診断）、クラブ・サークル活

動、体育祭、学園祭、各種学事行事等学生生活を充実させるため取組をしている。また、学

生部が後援会の窓口となり保護者と大学の連携強化を支えている。昨年度は、コロナ対応で

各種イベントは中止になったが、学生支援緊急給付金等の対応による学修環境の維持・継続

に努めた。 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要）教員が組織するキャリア支援委員会と事務部学生支援課が連携し、キャリア支援・就

職活動に係る支援の企画・運営に取組んでいる。特に就職ガイダンスは年間約 40 回のメニュ

ーを用意し、就職活動の支援に注力している。また、有資格者のキャリアカウンセラーが常駐

するキャリア支援相談室で、個別のキャリアカウンセリングを積極的に受入れ、低学年から低

学年キャリアセミナー等を企画し進路選択に係る支援に積極的に取組んでいる。昨年度は、コ

ロナ禍でＷＥＢ面談の仕組みを作り、就活生の遠隔支援にも取組んだ。 

 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要）教員が組織する学生相談室と事務部学生支援課が連携し、学生の精神的な大学離れ

対策、各種障害のある学生の支援、ハラスメント対策等に取組んでいる。具体的には、学生

の精神的な大学離れ予防のために年数回ワークショップを開催し、支援や配慮の必要な学生

への対応に関しては、学生相談室が窓口となり、各部署の連携に積極的に取組んでいる。学

生の心の健康のためには、臨床心理士の資格を有するカウンセラーが学生のカウンセリング

に従事し、その他各種相談には、学生相談室が中心となって対応しており、また毎日昼休み

には学生相談ブースを構えて教職員が対応している。昨年度は、新型コロナウイルス感染拡

大防止対策のひとつとして、学生相談にＷＥＢ面談の仕組みを構築した。特にハラスメント

予防対策は、事業計画にもあり、本学では特に重視している。この他、保健センターでは、

日常の病気やけがへの対応の他、健康相談、アレルギーを有する学生への対策、学生健康診

断の実施・管理等を実施している。 

 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 
公表方法：大学ホームページにて公表している。 

https://www.nvlu.ac.jp/ 

 


